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　あけましておめでとうございます。　あけましておめでとうございます。
　みなさまのおかげで、私たちの事務所も４回　みなさまのおかげで、私たちの事務所も４回
目の新春を迎えることができました。日頃のご目の新春を迎えることができました。日頃のご
厚情にあらためて感謝申し上げます。厚情にあらためて感謝申し上げます。

　2012013年、私たちは、個別の案件に加えて、建3年、私たちは、個別の案件に加えて、建
設アスベスト被害救済の訴訟、在日米軍による設アスベスト被害救済の訴訟、在日米軍による
犯罪被害者の損害賠償、ブラック企業による労犯罪被害者の損害賠償、ブラック企業による労
災被害や不当解雇、原発事故被害者の支援、教災被害や不当解雇、原発事故被害者の支援、教
科書問題、ヘイトスピーチ反対、脱原発の市民科書問題、ヘイトスピーチ反対、脱原発の市民
運動の支援など幅広く活動をしてまいりました。運動の支援など幅広く活動をしてまいりました。
多数の市民や、学者、表現者、メディアなど各多数の市民や、学者、表現者、メディアなど各
界から大きな懸念の声があがった特定秘密保護界から大きな懸念の声があがった特定秘密保護
法案については、事務所をあげて法案反対のイ法案については、事務所をあげて法案反対のイ
ベントや議員・政党への要請活動、反対デモのベントや議員・政党への要請活動、反対デモの
見守り活動に参加しました。見守り活動に参加しました。

　私たちの活動の根底にある思いはとてもシン　私たちの活動の根底にある思いはとてもシン
プルです。個人の尊厳が守られる社会を創りたい。プルです。個人の尊厳が守られる社会を創りたい。
なによりもまず、人々の生命・身体の安全が守なによりもまず、人々の生命・身体の安全が守
られること、そして、各人の個性が尊重され、られること、そして、各人の個性が尊重され、
自由に生き方を選び、それを表現・発信してい自由に生き方を選び、それを表現・発信してい
けることを大切にしています。そのためには、けることを大切にしています。そのためには、

戦争や貧困、差別をなくしていくことが必要不戦争や貧困、差別をなくしていくことが必要不
可欠です。可欠です。

　個人の自由よりも組織や国家の利益、体面を　個人の自由よりも組織や国家の利益、体面を
優先する。そんな昨今の流れを軌道修正するた優先する。そんな昨今の流れを軌道修正するた
めに、私たちの持てる力 ― 夢や理想、情熱、希望、めに、私たちの持てる力 ― 夢や理想、情熱、希望、
専門知識、知恵、人材、人脈、ネットワーク、チー専門知識、知恵、人材、人脈、ネットワーク、チー
ムワーク、情報、世論、参政権、市場での消費行動、ムワーク、情報、世論、参政権、市場での消費行動、

（多少の？）経済力、法の支配の力、憲法、人権、（多少の？）経済力、法の支配の力、憲法、人権、
表現力、交渉力、想像力、創造力、楽しむ気持ち、表現力、交渉力、想像力、創造力、楽しむ気持ち、
諦めない気持ち諦めない気持ちetcetc を最大限発揮することが求めを最大限発揮することが求め
られているのではないでしょうか。私たち一人られているのではないでしょうか。私たち一人
ひとりは、微力かもしれませんが、決して無力ひとりは、微力かもしれませんが、決して無力
ではありません。ではありません。

　昨年は、あらたに事務局１名、弁護士１名が　昨年は、あらたに事務局１名、弁護士１名が
事務所の仲間に加わり、また、所員の結婚や出事務所の仲間に加わり、また、所員の結婚や出
産など明るい話題が多い一年でもありました。産など明るい話題が多い一年でもありました。
新しい命の誕生は、私たちの社会の希望です。新しい命の誕生は、私たちの社会の希望です。
将来の世代に平和な社会を引き継いでいけるよ将来の世代に平和な社会を引き継いでいけるよ
う、所員一同、引き続き、尽力してまいります。う、所員一同、引き続き、尽力してまいります。

　今年もどうぞよろしくお願いいたします。　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年に寄せて年に寄せて

昨年 10 月、地元武蔵小杉のハロウィンのイベントにブースを出展。昨年 10 月、地元武蔵小杉のハロウィンのイベントにブースを出展。
憲法紙芝居や憲法クイズが大好評でした！憲法紙芝居や憲法クイズが大好評でした！

発行：武蔵小杉合同法律事務所



　はじめまして、武蔵小杉合同法律事務所に入所させていただくことになりました永田亮（な　はじめまして、武蔵小杉合同法律事務所に入所させていただくことになりました永田亮（な
がた・りょう）と申します。がた・りょう）と申します。
　私は、神奈川県に生まれ、ここ神奈川を地元として育ってきました。その出身地で弁護士と　私は、神奈川県に生まれ、ここ神奈川を地元として育ってきました。その出身地で弁護士と
なることができ、とても嬉しく思っています。なることができ、とても嬉しく思っています。

　昨今は、東日本大震災や原発事故、特定秘密保護法の成立など、個人の権利が脅かされる危　昨今は、東日本大震災や原発事故、特定秘密保護法の成立など、個人の権利が脅かされる危
険が現実化しているほか、政権による税制改革や解雇の容易化の検討など、日々の生活への不険が現実化しているほか、政権による税制改革や解雇の容易化の検討など、日々の生活への不
安要素には枚挙に暇がありません。そして、人々の権利を守り、暮らしの不安を払しょくする安要素には枚挙に暇がありません。そして、人々の権利を守り、暮らしの不安を払しょくする
ためにも弁護士の役割がとても重要になっていると感じます。ためにも弁護士の役割がとても重要になっていると感じます。
　そのような時代に実務に就く法律家として、できることは何かを常に考え続け、人々の権利　そのような時代に実務に就く法律家として、できることは何かを常に考え続け、人々の権利
や暮らしを守っていけるような弁護士になりたいと思います。や暮らしを守っていけるような弁護士になりたいと思います。

　当事務所には、司法試験受験時代に事務員として勤めてお　当事務所には、司法試験受験時代に事務員として勤めてお
り、そのご縁で弁護士として一緒に働かせてもらうことになり、そのご縁で弁護士として一緒に働かせてもらうことにな
りました。事務員の頃には、弁護士の実務やそれをフォローりました。事務員の頃には、弁護士の実務やそれをフォロー
する事務員の働きを間近で見ることができ、自分自身も大きする事務員の働きを間近で見ることができ、自分自身も大き
く成長することができたと感じています。く成長することができたと感じています。
　事務所の先輩である、熱意に溢れる神原弁護士、自己研鑽　事務所の先輩である、熱意に溢れる神原弁護士、自己研鑽
を怠らない阪田弁護士、各事件に丁寧に取り組む穂積弁護士、を怠らない阪田弁護士、各事件に丁寧に取り組む穂積弁護士、
事務所のまとめ役の鈴木麻子弁護士には、以前から大変お世事務所のまとめ役の鈴木麻子弁護士には、以前から大変お世
話になりました。話になりました。
　この事務所で弁護士人生をスタートさせることができ、非　この事務所で弁護士人生をスタートさせることができ、非
常に喜ばしく思っていますが、環境に甘えることなく、優秀常に喜ばしく思っていますが、環境に甘えることなく、優秀
な先輩方に恥じない弁護士になるよう日々努力していきたいな先輩方に恥じない弁護士になるよう日々努力していきたい
と思います。と思います。

　今度ともどうぞよろしくお願いいたします。　今度ともどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士弁護士　穂積 匡史　穂積 匡史

 2013 2013 年12 月 19 日12 月 19 日よりより

永田 亮永田 亮 弁護士が入所しました！弁護士が入所しました！

　明けましておめでとうございます。　明けましておめでとうございます。

　さて、タイトルの数字は私の体重です。着実に成長中…ウソです。これは世界における日本の順位　さて、タイトルの数字は私の体重です。着実に成長中…ウソです。これは世界における日本の順位
です。世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数（各国の男女格差を測った指数）で、日本はです。世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ指数（各国の男女格差を測った指数）で、日本は
３年前に３年前に9898 位、ついに昨年は位、ついに昨年は105105 位（位（136136 か国中）になりました。男女格差がとても大きい、つまか国中）になりました。男女格差がとても大きい、つま
り女性が差別されているということです。り女性が差別されているということです。

　アベノミクスは経済成長のために女性を“活用”して“輝かせる”といいますが、経　アベノミクスは経済成長のために女性を“活用”して“輝かせる”といいますが、経
済成長への貢献に関係なく性差別は許されないはず…。男社会を謳歌してきたことへの済成長への貢献に関係なく性差別は許されないはず…。男社会を謳歌してきたことへの
自戒の念を込めつつ、一人ひとりが輝く社会であってほしいと願います。憲法、労働、ジェ自戒の念を込めつつ、一人ひとりが輝く社会であってほしいと願います。憲法、労働、ジェ
ンダー、教育…今年も課題山積ですが、精いっぱい取り組んでまいります。ンダー、教育…今年も課題山積ですが、精いっぱい取り組んでまいります。

弁護士弁護士　永田 亮　永田 亮

2012011年 → 201→ 2012年 → 201→ 2013年 → 201→ 2014年4年「98」98」 「101」101」 「105」105」 「 ？ 」 ？ 」

略 歴：　一橋大学法学部出身
早稲田大学大学院法務研究科修了
2013 年 12 月 弁護士登録
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　自民党の石破茂幹事長は、昨年　自民党の石破茂幹事長は、昨年1111 月2929 日、自身のブロク日、自身のブロク
で、秘密保護法に反対する人々のデモを指して「テロ行為」で、秘密保護法に反対する人々のデモを指して「テロ行為」
と述べました。と述べました。
　私たちはすぐこれに抗議する声明をあげ、自民党本部に送　私たちはすぐこれに抗議する声明をあげ、自民党本部に送
りました。いうまでもなく、議会制民主主義の下で、デモや集会、抗議活動等によって個々の法案やりました。いうまでもなく、議会制民主主義の下で、デモや集会、抗議活動等によって個々の法案や
政策を批判することは民主的プロセスにとって不可欠な行動です。これを指して「テロ」と呼んだ自政策を批判することは民主的プロセスにとって不可欠な行動です。これを指して「テロ」と呼んだ自

民党指導者の発言は、民主主義のなんたるかが分かっていないというほかありません。民党指導者の発言は、民主主義のなんたるかが分かっていないというほかありません。
　私たちの事務所は、秘密保護法が国会を通過した昨年　私たちの事務所は、秘密保護法が国会を通過した昨年1212 月６日の夜、最後まで国会前月６日の夜、最後まで国会前
で抗議活動に参加し、逮捕者の救出に深夜まで警察に詰めました。今年も、民主主義をで抗議活動に参加し、逮捕者の救出に深夜まで警察に詰めました。今年も、民主主義を
守るために行動する市民とともに、闘い抜く所存です。守るために行動する市民とともに、闘い抜く所存です。

弁護士弁護士　神原　元　　神原　元　

弁護士弁護士　阪田 勝彦　阪田 勝彦

弁護士弁護士　鈴木 麻子　鈴木 麻子

民主主義を守るため―民主主義を守るため―

　20042004 年1010 月2727 日1010 時3232 分、分、2121 歳の海上自衛官が京急立会川駅ホームから飛び込み、自ら命を歳の海上自衛官が京急立会川駅ホームから飛び込み、自ら命を
絶ちました。護衛艦隊旗艦 「たちかぜ」 に所属していた明るく優しい性格の若い海士は、自衛隊内で絶ちました。護衛艦隊旗艦 「たちかぜ」 に所属していた明るく優しい性格の若い海士は、自衛隊内で
悪質ないじめに遭っていました。悪質ないじめに遭っていました。
　彼の無念を晴らそうと、遺族は　彼の無念を晴らそうと、遺族は20062006 年に裁判を提起。遺族の代理人となった私たちが手にした証年に裁判を提起。遺族の代理人となった私たちが手にした証
拠は、彼が自殺をした際に身につけていた一冊のノート、これがいじめを告発する遺書でした。彼の拠は、彼が自殺をした際に身につけていた一冊のノート、これがいじめを告発する遺書でした。彼の
部屋にあった他の遺品は遺族が訪れる前に、自衛隊によって全て持ち去られていました。裁判が始まっ部屋にあった他の遺品は遺族が訪れる前に、自衛隊によって全て持ち去られていました。裁判が始まっ
ても、国は証拠を明らかにしようとせず、「国家の安全のため」の一言で提出を拒否、遺族側の証人ても、国は証拠を明らかにしようとせず、「国家の安全のため」の一言で提出を拒否、遺族側の証人
が何を言っても「それは証拠にないので信用できない」と言っていました。が何を言っても「それは証拠にないので信用できない」と言っていました。
　しかし、昨年、裁判で国側の代理人をしていた海上自衛隊３佐が、「自衛隊が証拠を隠蔽している」　しかし、昨年、裁判で国側の代理人をしていた海上自衛隊３佐が、「自衛隊が証拠を隠蔽している」
と内部告発しました。その結果出てきた証拠は、実にと内部告発しました。その結果出てきた証拠は、実に200200 点以上に及びます。点以上に及びます。
　昨年、大きな疑問を残しながら特定秘密保護法が成立しました。　昨年、大きな疑問を残しながら特定秘密保護法が成立しました。
　３佐が法廷で証言した「秘密保全と国民の知る権利の間で苦悩しながらも、答え　３佐が法廷で証言した「秘密保全と国民の知る権利の間で苦悩しながらも、答え
を見つけ出す自衛隊であってほしい」との言葉を忘れないようにしたいと思います。を見つけ出す自衛隊であってほしい」との言葉を忘れないようにしたいと思います。

秘密と知る権利の狭間で 秘密と知る権利の狭間で ～ 護衛艦たちかぜいじめ自殺事件～ 護衛艦たちかぜいじめ自殺事件

目指すは中庸の境地目指すは中庸の境地
　20132013 年は「自分の好きなこと」を追究した一年でした。健康のためにはじめたマクロ年は「自分の好きなこと」を追究した一年でした。健康のためにはじめたマクロ
ビオティック料理（玄米などの全粒穀物、丸ごとのお野菜、海草、豆、発酵食品などをビオティック料理（玄米などの全粒穀物、丸ごとのお野菜、海草、豆、発酵食品などを
中心にした食事法）の勉強を深め、休日に友人向けにお料理教室を開いたり、イベント中心にした食事法）の勉強を深め、休日に友人向けにお料理教室を開いたり、イベント
でパーティー料理を提供したりする機会に恵まれました。でパーティー料理を提供したりする機会に恵まれました。
　また、海、大地、山など自然のエネルギーあふれるハワイ島との出会いは、心のふるさとを見つけ　また、海、大地、山など自然のエネルギーあふれるハワイ島との出会いは、心のふるさとを見つけ
たような思いで、すっかりこのたような思いで、すっかりこのBig I s l andB ig  I s l and に魅了されてしまいました。自分のカラダとココロや大に魅了されてしまいました。自分のカラダとココロや大
自然と向き合って、スピリチュアルな世界に惹かれる一方で、法律や理論や交渉を力に現実の社会で自然と向き合って、スピリチュアルな世界に惹かれる一方で、法律や理論や交渉を力に現実の社会で

の紛争を解決する弁護士の仕事をすることで、目の前の課題をひとつひとつの紛争を解決する弁護士の仕事をすることで、目の前の課題をひとつひとつ
地道に乗り越えていくことの大切さを再認識しました。地道に乗り越えていくことの大切さを再認識しました。
　理想を忘れず、しかし、現実を直視する。情熱を抱きながらも冷静沈着に　理想を忘れず、しかし、現実を直視する。情熱を抱きながらも冷静沈着に
言動を選ぶ。ときに相反するものを受容しながら人間の幅を広げ、バランス言動を選ぶ。ときに相反するものを受容しながら人間の幅を広げ、バランス
をとっていくことが今年のテーマになりそうです。をとっていくことが今年のテーマになりそうです。

ハワイ島マウナケアからのサンセットハワイ島マウナケアからのサンセット

昨年6月 結婚式にて昨年6月 結婚式にて
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※ＪＲ南武線 

    武蔵小杉駅から徒歩5分

tel.044-431-3541

法律相談予約受付中

〒211-0004 川崎市中原区新丸子東2-895  武蔵小杉ATビル505号室 http://www.mklo.org/http://www.mklo.org/

横須賀線でお越しの場合は、新南改札を出て、綱島
街道を北に向かって進行方向右側の歩道をお進み下
さい。高架になっていますので、南武沿線道路を越
えた所（動物救命救急センターの前）の階段を降り
て横須賀線線路と逆の方向へお進み下さい。１Ｆに
サピックス（学習塾）の青い看板が立っているビル
の 5階です。

事務所専用の駐車場はございません。お車でお越し
の場合は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

※

※

武蔵小杉合同法律事務所は、2010年 5月にあたらしく武蔵小杉に開設された法律事務所です。
身近な法律家として「わかりやすく、ていねいに」をモットーにご相談に応じます。

本事務所ニュースは当事務所のご依頼者、関係者、イベント参加者等のみなさまにご送付しております。ご不要の方はお手数ですが
当事務所までご連絡下さいますようお願い致します。

　現在もインターネット上で１日１コマづつ更
新されている漫画『きょうの猫村さん』。

　ある日、猫村さんは言いました。
「勉強って、勉強をがんばる人を いろんな所へ運んで
くれるのよ」
「知らなかった事を知ったら、行った事もない所に運
んでくれるのよ！気付かないうちにっ！きっと！」

　いつもは、ぬるっと、ゆるっと、クスクスしながら
読んでいた『猫村さん』。この日も何気なく読んでい
たのですが、思いがけず感動してしまいました。

　猫村さんのように前向きな気持ちで学びを得ること
は、私を新しい世界へ連れて行ってくれるのだ、と。
　今年はこの言葉を胸に、様々なことを学び、探求す
る年にしたいと思います。

（事務局：服部 泰子）

　「和食　日本人の伝統的な食文化」が無形文化遺産に登録
されました。
　私は学生時代に栄養学を専攻しており、食にとても興味が
あるので、食の分野が無形遺産に登録されたことを非常に嬉
しく思いま す！
　しかし、最近の家庭料理においては、かつて和食が大切に
してきた「旬」や「素材を生かす」という言葉はほとんど使
用されなく なってきているそうです。
　その原因は、食生活の洋風化や調理方法の簡便化、素材そ
のものの簡便化が進行していること。
　家庭で和食を食べることは、素材そのものの味を楽しむこ
とや自然環境で生まれた食材を知ることにもつながります。
「和食を食べるとホッとする！」
「素材の味を楽しむ！」
　その気持ちを忘れずに、和食を家庭の食事に多く取り入れ
たいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（事務局：稲木 瑞来）

　編み物にハマっています。
　写真やデザインの仕事をしていたこともあり、ものをつくるのが好きで、以前にも
編み物にハマった時期があったのですが、鈴木弁護士が飼い始めたわんちゃん用に 1
着編んだら、私の中で、空前の “編み物ブーム” が。
　デザインし、手を動かし、少しずつ完成していく― 完成を急ぐあまり、ひとつひ
とつの作業がとてももどかしく、全然進まないように感じても、“気づけばこんなに
大きくなった！” という、ものづくりの喜び。ウェブデザインやＤＴＰの作業とも大
いに似ているのですが、手触りのある “モノ” ができていく過程はまた格別です。　
　国民の声を聞かない政治や社会情勢に無力感を覚えることも多く、日々の暮らしで
は目に見える成果を得るのも難しいけれど、小さな一歩を積み重ね、少しでも良い変
化を起こせるような一年にしたいと思います。　　　　　　　　（事務局：鈴木 杏子）
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